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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

　深刻化する少子高齢化社会と急速に進む
核家族化で、介護や終活と並び、実家の片づ
けは人生の一大テーマとなっています。
　一緒に「安心・安全・健康に暮らせる家」
を目指しましょう。
▶日時　２月 15日（土）10：00～
▶場所　天王崎観光交流センターコテラス
▶対象　市内在住の方
▶定員　30人（先着順・要申込）
▶講師　�長峰智子氏
　　　　�（実家片づけアドバイザー／いばらき

コープ組合員理事／行方市男女共同
参画推進委員会委員長）

問・申�企画政策課（麻生庁舎）
　　　☎０２９９－７２－０８１１

実家の片づけ講座を開催します！
～ 見直してみませんか？お家のこと ～

　霞ヶ浦（西浦）の南西に位置する面積約
52ha の広大な低湿地の「妙岐ノ鼻（稲敷市）」
において、ヨシに寄生する害虫の駆除や湿地
環境の保全などを目的としたヨシ焼きを以
下のとおり実施する予定です。
　当日の風向きなどにより、灰や煙等が広範
囲にわたり飛散することもありますので、ご
注意ください。
　市民の皆さまのヨシ焼きへのご理解とご
協力をお願い申し上げます。
▶日時　2月 29日（土）8：30～
　　　　（予備日 3月 1日（日）、7日（土））
問�水資源機構利根川下流総合管理所環境課
　�☎０２９９－７９－３３１１

妙岐ノ鼻（稲敷市）において
「ヨシ焼き」を実施します

　家畜を飼育されている方は愛玩用であって
も、家畜伝染病予防法第 12条の３、同法第
12条の４、家畜伝染病予防法施行規則第 21
条、同規則第 21 条の２および同規則第 21
条の３により、毎年２月１日現在の飼育頭羽
数等を県に報告することとしております。
　報告が必要な家畜は、以下のとおりです。
・�牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、　
いのしし
・�鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、　
ほろほろ鳥、七面鳥
　これらの家畜を１頭（羽）でも飼育してい
れば、愛玩用であっても報告の必要がありま
す。犬、猫、うさぎ、インコなどは対象とな
りません。
　報告用紙など詳しいことは、下記までお問
い合わせください。
問�茨城県鹿行家畜保健衛生所
　�☎０２９１－３３ー６１３１

愛玩用家畜（ペット）の飼養状況
の報告について

　不登校・ひきこもりには、必ず解決の道が
あります。不登校・ひきこもり関係の支援を
しているNPO法人や団体・関係機関が相談
に応じます。
　まずは、勇気を出して相談することから始
めてみませんか？
▶期日　２月 27日（木）
▶時間　13：00～ 16：30（受付 12：30～）
▶場所　レイクエコー１階　大研修室
　　　　（宇崎 1389）
▶内容
　第 1部　体験発表（13：10～ 13：50）
　　講演者　�子どもの SOS ソングライター

悠々ホルン
　第 2部　合同相談会（14：00～ 16：30）
　　個別相談会（�茨城県ひきこもり相談支援

センター主催）
▶定員　先着 80人
▶申込締切　２月 21日（金）
問・申��茨城県潮来保健所　保健指導課
　　��☎０２９９－６６－２１７４

ひきこもり支援フォーラム in 鹿行

◆２月 12日（水）15：00～ 16：00
　場所：行方市役所北浦庁舎
問�健康増進課（北浦保健センター内）
　�☎０２９１－３４－６２００

献血のお知らせ

第８回　行方の雛まつり
～ 水辺の街の雛まつり ～

◆行方の雛まつり
　期間　２月８日（土）～３月１日（日）
　☆�麻生藩家老屋敷記念館や大山守大塲家郷士屋敷、

霞ヶ浦ふれあいランドなどの観光拠点から、つる
し雛飾りで装飾された地元のクー
ポン券加盟店を巡ってください。
クーポン券加盟店は、雛まつりチ
ラシに掲載されます。

　☆�行方のお雛様ピラミッド
　　場所：麻生公民館のホールに展示
　☆�立良呉服店では、期間中の土・日、レンタル着付

け（500円）を実施。着物で陣屋町歩きしませんか？
　☆�麻生陣屋通り羽生邸（旧長生堂薬局）では、期
間中の木・金・土・日に、つるし飾りや小物販売、
湯茶接待をしています。

◆稚児行列とふれあいマーケット
&雛まつり deマルシェ

　日時　２月16日（日）10：00～ 14：00
　場所　麻生公民館特設会場
　　※草餅、桜餅を先着 200個無料配布
　〇稚児行列
　　日時　２月16日（日）11：00出発
　　場所：蓮城院（麻生1122-1）
　※�護摩祈とう後、蓮城院を出発し、麻生陣屋通り商

店街から麻生藩家老屋敷記念館まで行列します。
　※�今回の稚児行列の写真を募集します。実行委員
会で選出された最優秀作品は、次年度のポス
ターに使用させていただきます。

問�行方市商工会
　�☎�０２９９ー７２ー０５２０

　毎日通学できない方でも学べる通信制
　（単位制）！
▶受付期間
○一般入学（新入学）
　３月 12日（木）～３月 25日（水）
　　※土・日・祝日を除く
○編入学・転入学
　３月５日（木）～３月 10日（火）
　　※土・日を除く
▶応募資格
○�一般入学は、中学校もしくはこれに準ず
る学校を卒業または令和２年３月卒業見
込みの者
○�編入学は、高校等に在籍していたが、現
在退学していて、18単位以上を修得して
いる者
○�転入学は、現在高校に在籍していて、令
和２年３月 31日までに 18単位以上修得
する見込みのある者。進路変更、一家転
住などやむを得ない事由があると認めら
れる者

　（�ただし、いずれも茨城県内に住所を有する
者または茨城県の隣接県内に住所を有し、
茨城県内に勤務地がある者）

※詳しくは、下記までお問い合わせください。
問�茨城県立水戸南高等学校（通信制）
　〒 310-0804 水戸市白梅 2-10-10
　☎０２９－２４７－４２８４（通信制職員室）
　☎０２９－２４７－６１７３（事務室）
　 URL �http://www.mitominami-h.ibk.

ed.jp/

茨城県立水戸南高等学校通信制課程
令和２年度　生徒募集

　佐貫駅は、３月 14日（土）から「龍ケ崎
市駅」になります。
　ご利用の際はご注意ください。
　新駅名「龍ケ崎市駅」をよろしくお願い
いたします。
問�龍ケ崎市企画課　☎０２９７－６４ー１１１１

JR 常磐線佐貫駅が「龍ケ崎市駅」
に変わります

　東京富士美術館の西洋絵画コレクション
から厳選した 83点により、ルネサンスから
20世紀までの絵画の“見方”や“読み解き方”
を紹介する展覧会。
▶期間　２月 20日（木）～４月 12日（日）
　　　　　　※�休館日：�３月 30 日（月）、４月６日（月）

水戸の梅まつり期間中は無休。

▶時間　9：30～ 17：00（入場は 16：30まで）
▶場所　茨城県近代美術館
▶料金　一般1,100 円��満 70歳以上 550円�他
　※３月７日（土）は満 70歳以上の方は無料
問�茨城県近代美術館�☎０２９－２４３－５１１１

茨城県近代美術館　企画展
「名画を読み解くー珠玉の東京富士美術館コレクション」

アントニー・ヴァン・ダイク《ベッドフォード伯爵夫人�
アン・カーの肖像》1639年
©東京富士美術館イメージアーカイブ /DNPartcom

▶日時　３月８日（日）10：30～ 17：00
▶場所　レイクエコー（宇崎 1389）
▶内容　�霞ヶ浦と周辺水域の環境や生きも

のに関する研究成果発表会
問��茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター
☎０２９９－６６－６８８６

　� URL �http://www.cwes.ibaraki.ac.jp

茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター
公開シンポジウム「霞ヶ浦流域研究 2020」

　「農業を始めたい方」「農業法人等に就職
したい方」「農業に関心のある方」を対象に、
農場見学および就農相談会を開催します。
▶期日　２月 22日（土）
▶時間　10：00～ 16：00（予定）
▶場所　�鉾田市内および鉾田合同庁舎大会

議室
▶内容　�農場の見学やトマト収穫体験等の

実施および個別就農相談会
▶定員　30人（先着順）
▶料金　無料（昼食代は各自負担）
▶申込方法　下記までお申し込みください。
問・申�公益社団法人茨城県農林振興公社
　　　☎０２９－３５０ー８６８６

令和元年度第５回「農場見学・就農相
談会 in 鹿行」（鉾田市）参加者募集！



☆行方市からの婚活情報☆
市の結婚支援事業と、近隣で開催される
パーティー情報をお知らせします。

　なめがた大使で歌手の奈良崎正明さんが
MCを務める市民参加型の歌番組です。
　皆さんの自慢の歌声を披露してみませんか♪
▶日時　２月 29日（土）14：00～ 16：00
▶場所　�行方市情報交流センター
　　　　（旧麻生保健センター内）
▶募集人数　①番組出演　６組
　　　　　　②観覧　どなたでも大歓迎
▶申込方法　�下記までご連絡ください。
▶申込締切　２月 21日（金）
問・申��情報政策課（行方市情報交流センター

（旧麻生保健センター）内）
　　��☎０２９９－７２－０８１１

なめテレ　出演・観覧者募集！第 18 回収録
「奈良崎正明の昼カラ歌っちゃいまショー♪」

▶その他パーティー情報は…
　�（一社）いばらき出会いサポート
　センターのホームページでご確認　
　ください

求職者向けパソコンスクール
受講生募集

求職者支援訓練【基礎コース】 
　ビジネススキル・パソコン基礎科

訓練番号：4-31-08-01-00-0040
▶訓練期間　３月16日（月）～５月29日（金）
▶定員　13 人
▶費用　テキスト代 7,040 円（税込）
　　　　※受講料無料
▶募集期限　２月 25日（火）
※�締切日の前日までに管轄のハローワーク
で求職申込と職業相談が必要です。

問・申��アイテックパソコンスクール神栖校
　　　☎０２９９－７７－８３７０

参加者募集！
ウォーキングサッカー教室
（歩きながら行うサッカーです）

▶期日　２月 23日（日）
▶時間　9：00～ 12：00
▶場所　麻生公民館体育室
▶対象　市内在住・在勤の 50歳以上の方
▶定員　30人
▶参加費　300円（保険料等）
▶申込締切　２月 20日（木）

問・申��NPO法人なめがたふれあいスポーツクラブ
　　　☎０９０－２５６１－０４８６（クラブ専用携帯）
　　　玉造 B&G海洋センター
　　　☎０２９９－５５－３２１１��※月曜除く�

※�参加申込による個人情報は、目的外には使用しません。

茨城いのちの電話 電話相談員養成講座
受講生募集

　茨城いのちの電話は、自殺予防を目的とし
たボランティア活動です。電話という手段
で、対話し、悩みを抱える方の支えになる「電
話相談員」になって頂くため「電話相談員養
成講座受講生」を募集します。
▶対象者　�23 歳以上で、24時間受信体制で

の活動に積極的に参加できでき、
所定の研修に必ず参加できる方　
※学歴、職業は問いません。

▶定員　40人程度
▶研修期間　�本年６月から 2022 年 3 月ま

での土曜日（原則月３回）
　　　　※�本年 11月 21日（土）～ 23日（月・祝）

の宿泊研修は参加必須

▶研修費用　第１～５課程各 7,000 円
　　　　※�別途宿泊費がかかります。学生の方は、

受講料を各課程 2,000 円とします。

▶必要書類　�申込書（茨城いのちの電話ホー
ムページからダウンロードで
きます）、自分史のレポート
（400字詰め原稿用紙５枚以上）

▶その他　�研修の受講者は書類提出後、面接
および適性審査などで決定します。

▶研修後の活動内容
　�月２・３回、電話センター（つくば市・水
戸市）に通って、電話相談（24時間体制）
を行います。

　※ボランティアのため、報酬はありません。

▶申込方法　�必要書類を下記まで郵送して
ください。

▶申込締切　4月 10日（金）必着
問・申�茨城いのちの電話事務局募集係
〒305-8691�筑波学園郵便局私書箱 60号
☎０２９－８５２－８５０５（月～金�9：00～ 17：00）

行方市主催

 なめがた友活♪ ～ピザづくり編～
　みんなで楽しくピザ＆友だちづくり！ピザは
生地からつくります。
　「まちのピザ屋さん」で楽しい時間を過ごしま
しょう。
日時　①お仕事帰りに気軽に！
　　　　３月６日（金）19：00～
　　　②土曜日にのんびりと♪
　　　　３月７日（土）15：00～
　　　�2 時間程度です。お好きな日にちにご参

加ください！
場所　KITCHENまいさー（麻生 1138-1）
対象　�①②ともにおおむね 30 歳代の独身男女

各 5人（男性は行方市在住に限る）
　　　※応募者多数の場合は抽選
参加費　男性 3,000 円　女性 1,000 円
持ち物　エプロン
受付期間　２月３日（月）～２月 21日（金）
申込方法　�こちらのＱＲコードからお申し込み

ください。

問  �企画政策課（麻生庁舎）
☎０２９９－７２－０８１１（内線 222）

「いばらき出会いサポートセンター」
に登録しませんか

　同センターは、県や市町村等の支援を受けた公的
な団体で、登録制によるパートナー探しの支援を
行っています。
■登録料　11,000 円（３年間）※相談無料
■問い合わせ＆申し込み
　（一社）いばらき出会いサポートセンター
　　☎ 029-224-8888
　�鹿行センター（鹿島セントラルビル本館８階）
　　☎ 0299-92-8888
♥�市では、上記登録料の一部5,000円を助成します。
　「行方市結婚支援団体等加入時助成金」
　問�企画政策課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

　茨城労働局と茨城県は、令和３年３月大学
等（大学院・大学・短大・高専・専門学校）
の卒業予定者および卒業後３年以内の方（令
和２年３月大学等卒業予定者を含む）を対象
に、企業説明会を開催します。なお、学生の
方の事前申し込みは不要です。
▶水戸会場（参加企業 63社）
　日時　３月 10日（火）13：00～ 15：30
　場所　ホテルレイクビュー水戸
　　　　（水戸市宮町 1-6-1）
▶土浦会場（参加企業 40社）
　日時　３月３日（火）13：00～ 15：30
　場所　ホテルマロウド筑波
　　　　（土浦市城北町 2-24）
問�茨城労働局職業安定課
　�☎０２９－２２４－６２１８
　または県内各ハローワークまで

いばらき企業説明会 2020

JICA ボランティア募集

　独立行政法人国際協力機構（JICA）は、
開発途上国で現地の人々と同じ生活をしな
がら、共に働き、国づくりに貢献するボラン
ティアを募集しています。
▶募集期間　２月20日（木）～３月30日（月）
▶応募資格
　青年海外協力隊 /シニア海外協力隊 /
　�日系社会青年海外協力隊 /日系社会シニア
海外協力隊　20歳～ 69歳

問�JICA 海外協力隊募集事務局
　�☎０３－６７３４－１２４２
　� E-mail contact@jocv.info
　� URL https://www.jica.go.jp/volunteer/

▶対象　�就業していて育児休業中の看護職、
育児休業復帰後１年未満の看護職、
未就業で育児中（未就学児）の看護職

▶日時　３月６日（金）13：30～ 15：00
▶場所　茨城県看護研修センター研修室A
　　　　（水戸市緑町 3-5-35)
▶内容　�・�育児休業後、職場復帰した看護職

の体験談
　　　　・子育てに役立つ行政サービスについて
　　　　・懇話会
　　　　・就業相談
▶定員　30人
▶申込方法　�茨城県ナースセンターホーム

ページから申込用紙をダウン
ロードし、必要事項を記入の
上、下記まで郵送または FAX
でお送りください。

▶申込期限　２月 27日（木）必着
※参加費無料。無料託児あり（要予約）。
問・申��公益社団法人茨城県看護協会・茨城県

ナースセンター
　〒 310-0034�水戸市緑町 3-5-35
　☎０２９－２２１－７０２１
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令和元年度
育児休業中および育児中看護職の懇話会

「平成 30 年度石綿による疾病※
１に関する

労災保険給付などの請求・決定状況ま
とめ（確定値）」を公表します

　平成 30年度分の労災保険給付の請求件数
は、全国で 1,169 件（石綿肺を除く）、茨城
は11件、支給決定件数は全国で997件（同）、
茨城は９件、石綿肺※

２の支給決定件数は全国
で 60件でした。
　また、平成 30年度分の特別遺族給付金※

３

の請求件数は、全国で 38件（うち茨城は０�
件）、支給決定件数は全国で 31件（うち茨
城は０件）でした。
　なお、平成 30年度石綿ばく露作業による
労災認定等事業場を公表しておりますので、
厚生労働省のホームベージをご覧ください。
　また、労災補償制度や健康管理手帳制度に
関する相談については、茨城労働局と各労働
基準監督署で受け付けております。
※１��石綿による疾病
　　　�肺がん・中皮腫・石綿肺・良性石綿胸水・びまん性胸

膜肥厚
※２��石綿肺はじん肺の一種であり、じん肺として労災認

定決定されたものから抽出し別途集計している。
※３�特別遺族給付金
　　　�石綿による疾病で死亡した労働者のご遺族で、時効

（５年）によって労災保険の遺族補償給付を受ける
権利が消滅した人については、疾病発症が仕事によ
るものと認められた場合に給付金が支給される。

問�茨城労働局労働基準部労災補償課
　�☎０２９－２２４－６２１７


